
美祢駅周辺の土地利用と整備に 

向けた市民ワークショップ 

美祢市建設農林部建設課 

1 

参考資料 

１．都市計画とは            ５．施設の状況 

２．人口の推移と推計         ６．低・未利用地の状況 

３．公共交通の推移          ７．イベントの状況 

４．地価の推移             ８．土地情報と施設の建築面積                   



１．都市計画とは 

    都市計画とは、都市の将来あるべき姿を想定し、必要な規制、整備などを行い、都市を 

  適正に発展させようとする方法や手段のこと。 

 

  ■昭和２９年、３町３村の合併（旧美祢市） 時に、現美祢地域全体を都市計画区域として決定。 

  ■昭和４８年、計画的な市街地形成を目的に、大嶺町と伊佐町の一部を用途地域として決定。 

 

  ※１ 都市計画区域とは、都市計画制度上、一体の都市として総合的に整備・開発・保全をする区域。 
 

  ※２ 用途地域とは、都市計画区域を住宅地、 

     商業地、工業地などの１３種類に区分する 

     ことで、効率的な土地利用 

     を目指す地域。 

 

美祢駅 

図  美祢市用途地域 （抜粋） 
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２．人口の推移と推計 
 

 （１）市全域                   （２）大嶺町東分・伊佐町下村地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図  第二次美祢市総合計画 （抜粋） 

図 第二次美祢市総合計画 （抜粋）  
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施策を講じた推計 実績に基づく推計 

実績に基づく推計 



３．公共交通の推移 

（１） 鉄道の乗車人員 
 

• 市内６駅のうち、乗車人員が最も 

  多い駅は美祢駅 

• 直近での総利用人員は、平成３０ 

  年度の約１６万人をピークに減少 

図 令和2年度版美祢市統計書 （抜粋） 
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（２） バスの利用人員 
 

• バスの利用人員は、全体では平成２５年度の２４０，０５３人から平成２７年の２３１，０５１
人へと、やや減少傾向です。 

 

 

図 美祢市地域公共交通網形成計画 改訂版 （抜粋） 
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４．地価の推移 

  ・ 美祢駅周辺の地価は、市内で最も高いが下落傾向 

  ・ 固定資産税は、市税の中でも人口減少等の影響を受けにくい税 

        人口減少下では、地域に魅力を与え、地価を維持・向上させることも重要 

   （令和元年度市税決算額（抜粋）：市民税1,192百万円、固定資産税1,843百万円） 

 

図 美祢市都市・地域拠点活性化計画 （抜粋） 

図 美祢市都市・地域拠点活性化計画 （抜粋） 
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５．施設の状況 

（１） 道路 

    ２つの国道、市道（都市計画道路含む）、生活道など 

（２） 公務、小売業等施設（令和３年４月１日 外観目視等） 

    ●公務（８）  ●小売業（４０）  ●金融（２）  ●飲食（スナック含む）（３０） 

    ●宿泊（１）  ●洗濯・理美容（２３）  ●その他の生活関連サービス・娯楽（１２） 

    ●医療（５）  ●福祉（７）  ●教育・学習支援（１２） 

    ●その他事務所等（２６）  ●アパートなどの不動産賃貸業（１１） 

（３） 公園（２） 

    美祢駅前のポケットパーク、美祢さくら公園 

（４） 一般駐車場（３）、屋外トイレ（４）  

    ●一般駐車場・・・美祢駅前広場（１９台）、吉則駐車場（８５台）、新庁舎敷地内駐車場 

     （２００台程度、但し庁舎利用者が主であり、平日は４割・休日は８割程度一般利用可） 

    ●屋外トイレ・・・美祢駅前、吉則駐車場、美祢さくら公園内２箇所  

（５） その他 

    ●市民会館東側にＳＬ機関車  ●駅周辺に民間廃止線路など 
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※R3.4.1 市職員外観目視等調査、（ ）は箇所数 



図  施設の状況図 
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６．低・未利用地の状況 

（１） 低・未利用な公的不動産 （５） 

    駅前東側に集積 

     ● 美祢地方卸売市場跡地 

     ● 消防署跡地 （当面は公設塾 minetoとして活用） 

     ● 大嶺商業施設（旧スーパーマーケット）跡地 

     ● 吉則駐車場 （現駐車場）   

     ● 第３別館 （新庁舎の建設に伴い解体予定） 

 

（２） 空き店舗 （５０） 

    駅前南西側に集積 

（３） 空き家 （１４） 

（４） 空き地 （８） 

 

 ※別に、ＪＲ美祢駅舎は、以前、うどん屋（平成１９年閉店）、売店（平成２０年閉店）、 

   みどりの窓口（令和３年廃止）などがありましたが、現在は無人となっています。     
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※R3.4.1 市職員外観目視等調査、（ ）は箇所数 



図  低・未利用地の状況図 
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（令和３年４月１日現在）
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【厚狭川東側×国道４３５号北側の区域】

■低未利用な公的不動産（５）

■空き店舗（３）

うち Ａ（１）、Ｂ（１）、Ｃ（１）

■空き家（３）

うち Ａ（１）、Ｂ（２）、Ｃ（０）

■空き地（１）

【厚狭川東側×国道４３５号南側の区域】

■低未利用な公的不動産（０）

■空き店舗（２）

うち Ａ（２）、Ｂ（０）、Ｃ（０）

■空き家（１）

うち Ａ（０）、Ｂ（１）、Ｃ（０）

■空き地（０）

【厚狭川西側×国道４３５号北側の区域】

■低未利用な公的不動産（０）

■空き店舗（４０）

うち Ａ（７）、Ｂ（１３）、Ｃ（２０）

■空き家（９）

うち Ａ（２）、Ｂ（３）、Ｃ（４）

■空き地（６）

【厚狭川西側×国道４３５号南側の区域】

■低未利用な公的不動産（０）

■空き店舗（５）

うち Ａ（３）、Ｂ（１）、Ｃ（１）

■空き家（１）

うち Ａ（０）、Ｂ（１）、Ｃ（０）

■空き地（１）

（凡例）

【 】 ・・・ 区域名

（ ） ・・・ 箇所数

Ａ ・・・ 目立った損傷は認められない

Ｂ ・・・ 部分的な損傷はあるが危険な損傷は認められない

Ｃ ・・・ 部分的に危険な損傷が認められる



７．イベントの状況 
 

    ４月     みね桜まつり （会場：市役所～美祢さくら公園） 
 

  １０月    福祉の市 （会場：市役所） 

          ライズアゲイン （会場：美祢さくら公園） 

          美祢ランタンナイトフェスティバル 

                 （会場：美祢駅～市役所～美祢さくら公園） 
 

  １１月    美祢農業まつり  （会場：市役所） 

          美秋林業まつり （会場：市役所） 
 

 

    ※以前は、美祢駅前で 「十六夜」や「軽トラ朝市」などが開催。 
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   施設は、土地の面積などにより、建築の可否が判断されます。 

   そこで、参考として区域内にある、低・未利用な公的不動産、空き店舗、空き家、 

   空き地の土地情報と施設の建築面積を以下に示します。 
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         （土地情報） 

ア 低未利用な公的不動産の面積 

 ① 美祢地方卸売市場跡地（約1,400㎡） 

 ② 消防署跡地（約2,700㎡） 

 ③ 大嶺商業施設跡地（約2,200㎡） 

 ④ 吉則駐車場（現駐車場） （約2,300㎡） 

 ⑤ 第３別館（約2,200㎡） 

 

イ 空き店舗、空き家、空き地のイメージ 

  

 

（施設の建築面積） 

ア 通所・訪問系高齢者福祉施設（500㎡） 

イ 入所系高齢者福祉施設（1,500㎡） 

ウ 大規模小売店舗（5,000㎡） 

エ 食品スーパー（1,000㎡） 

オ コンビニエンスストア（200㎡） 

カ 診療所（300㎡） 

キ 銀行（500㎡） 

ク 宿泊施設（450㎡） 

ケ 住宅（マンション（500㎡）、 

   アパート（200㎡）、個人住宅（100㎡） 

※面積は、市内施設等を参考に掲載しています。 

  あくまでも参考値としてお取扱い願います。 

８．土地情報と施設の建築面積 


